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「強
強い義務感を持とう！義務は全ての権利に伴う」
標

西日本区強調月間
ＹＭＣＡサービス・ＡＳＦ
ワイズはＹＭＣＡスタッフ・ユースと手を取り合っ
て、共に活動し、共に成長しましょう。

語

国際会長（ＩＰ） 主題 ”Talk Less, Do More”
「言葉より行動を」
アジア地域会長
岡野 泰和 （大阪土佐堀）
主題 ”Start Future Now”
「未来を始めよう 、今すぐに」
西日本区理事 松本 武彦 (大阪西）
主題 ”To walk together,echoing each other”
「響き合い、とも に歩む」
京都部部長 畑本 誠 (京都トゥービー）
主題
｢行雲流水 」
～Be Y's man～

藤本義隆

今 月 の 聖 句
あなたがたは、主キリスト・イエスを受け入れたの
ですから、キリストに結ばれて歩みなさい。
コロサイの信徒への手紙第２章６節

長

金澤 典子

副 会長

加藤 秀行

書

市橋清太郎・ 野田泰伸

会

第３５代

Ｙサ・ユース事業主任

Naturally
記

会長主題
～原点 を見つめ 直し自分ら しさを～
会 計

西山竹林整備事業とY'sﾒﾝｽﾞｸﾗﾌﾞとの思い

東前

角谷多喜治

りさ(竹林管理アドバイザー)

拝啓 早春の候、京都ウェストワイズメンズの皆様におかれましてはますますご健勝のことと存じ、お喜び申しあ
げます。
平成21年より西山長法稲荷神社前にあります孟宗竹林の竹林整美事業へ微力ながら加えていただき、早くも五年が
経ちました。甚だ非力な私にも拘らず安全面におきましても、無事五年を迎えることができましたことも偏に皆様方
の御尽力のおかげと安心とともに深い感謝の気持ちでおります。高野竹工株式会社の社長でありました故高野社長よ
り「私と一緒に竹林伐採の安全指導者の勉強をしてみないか？」と、お声掛けていただきましたのは平成21年9月の
初めのことでございました。竹を伐る仕事を始めて五年の当時の私は、高野社長の実践的補佐役をすれば良いのだな。
と軽く引きうけました。しかし、見識強化のため参加していた林業ボランティア講習を通して、ボランティア伐採事
故の実例について学び本事業が始まって暫くの間は常に緊張しピリピリしておりました。 けれども私の心配をよそ
に御クラブの皆様の驚く程の行動力により、荒廃していた孟宗竹の藪はみるみる青々とした竹林へと生まれ変わり、
大西様御夫妻を初め、当期会長 牧野様、河合様、岩本様方のテキパキとした手際の良い工作作業で四つの竹製ベン
チが完成し、笹山会長と山野様が伐採した枯竹を安心して燃やせる焼却場を組んでくださり、そして昨年3月8日には
松本様の丁寧な御指導のもと栗の苗木が植樹され、現在では伐採竹が殆どない美しい竹林へと甦りました。 最近で
は、私が竹林へ立ち寄りますと、近隣の住民の方々から「きれいにしていただいて本当にありがとうございます。」
とお声を掛けていただく事も増えてまいりました。 また 両隣の竹林地主様からも「ウチの竹林に陽の光が当たる
ようになって嬉しい。」とのお言葉も戴いております。そして何より五年間を通し、私の未熟さを忍びつつ、いつで
も暖かなお言葉を掛けて下さいました京都ウェストワイズメンズクラブの皆様の気宇広大なお心と接っするご縁を得
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ましたことは、私自身のかけがえのない学びであり得
がたい経験でもありました。五年という区切りを節目
と致しまして皆様から戴きました多くのお導きへの感
謝とともにここに厚く御礼申し上げます。未筆ながら
京都ウェストワイズメンズクラブの今後益々の力強い
ご活躍をお祈りいたします。
京都部リトセンチャリティーゴルフ大会3月1日(日)
EMC委員長 立山隆一

3月1日（日）雨の中、ザ・カントリークラブで
京都部リトセンチャリティーゴルフ大会がウイン
グクラブのホストの基、59名が参加し開催されま
した。ウエストクラブからは塚本ワイズ・渡邊ワ
イズそして私、立山の3名が参加しました。スター
ト前から雨と寒さそして風と最悪のコンディショ
ン、上下レインウエアーを着てのプレーとなりま
した。ザ・カントリークラブは日本一バンカー多
いゴルフ場と聞き、このコンディション中でどの
ようなスコアーになるか見当もつかない少し不安
の中でのスタートとなりました。しかし、キャディー
さんの的確なアドバイスと塚本ワイズとの掛け合
い漫才的な楽しいトークが聞け、悪いコンディショ
ンの中でも楽しくプレーする事ができました。た
だ、雨と風が収まる気配がなく、午後からさらに
悪くなるとの予報が出ていたためにハーフでプレー
は終了となりました。その後、昼食とお風呂を済
ませ表彰式へと移り、成績は個人戦の優勝はウイ
ングクラブの久後ワイズ・2位にウエストクラブ
渡邊ワイズ、チーム戦の優勝はウイングクラブ・
2位にウエストクラブでした。おめでとうござい
ました。最後に本日のチャリティー金として168,
222円がYMCAに渡される事となりました。参加さ
れた皆様ご苦労様でした。

を送った数年間が今後の人生をよりすばらしいものに
なるのだろうと思いました。第３部は１Ｆフロア

での祝賀パーティーです。飲み物とサンドウィッ
チ等が用意され、リーダー達との懇談会でした。
久しぶりに若者達を見直した１日でした。卒業の
皆様、これからの人生も今の気持ちを忘れず頑張っ
て下さいね。
アジア大会ダンスサークル(第2回) 3月2日(月)
メネット連絡員 福田 仁美

ＹＭＣＡ地下1階マナホールにて第２回目が開
催されました。金澤会長とスタッフの方2名を講
師に、男性7人と女性4人の11人が、第1回目に習っ
たジルバの続きと、ブルースを練習しました。足
元ばかりに気をとられていたのですが、「背筋を
伸ばして笑顔で！」とアドバイスをしていただき
ながら、少しずつですが、ｽﾛｰ、ｽﾛｰ、ｸｲｯｸ、ｸｲｯｸ
の基本ステップが身についてきて、楽しくなって
きました。アジア大会のダンスタイムには、ワイ
ズメンとともに盛り上げていきたいと思っていま
す。4月は、6日(月)と20日(月)の2回19:30からあ
ります。一緒にダンスを楽しみましょう！

3月役員会兼第１例会（通算７51回例会）3月12日
地域奉仕・環境委員 牧野真理子

京都ＹＭＣＡにて3月役員会兼第１例会が開催
されました。金澤会長の開会点鐘で始まり、各委
員会より行事の報告、アジア大会の進捗状況、Ｙ
ＭＣＡ関連の報告などが行われました。3月は、
一泊例会、ウエストチャリティーダンスパーティー、
ミニバスケット大会、4月は平安徳義会さくら祭
り、リトセン夜桜フェスタ、台北ダウンタウンク
ラブ訪問旅行など、行事はけ盛りだくさんです。
京都YMCAリーダ祝会 3月2日(月)
アジア大会についてはウエストはメンバー全員登
会長 金澤典子
録予定です。協議事項では、竹林事業についての
今後の活動方針について活発な意見交換が行われ
本年度卒業のリーダー祝会に行って参りました。１ ました。参加者が減少している現状から、このま
７名のリーダー達の旅立ちです。羽織袴、着物姿のリー ま継続していくのか、まずビジョンの検討が必要
ダー達は普段と違い、とても華やかな雰囲気で祝会の ではないか。という意見もあり、一泊例会で改め
始まりです。第１部はマナーホールにて厳粛な雰囲気 て協議の時間を設けることになりました。総会で
の中、礼拝が行われました。第２部は卒業リーダーの は次期、加藤会長期の事業委員長が承認されまし
紹介と来賓の皆様からの祝辞を送られました。その後、 た。会長、各事業委員長はじめメンバー一人一人
リーダー全員が今迄の思いや感謝の言葉、そして後輩 のクラブに対する熱い思いが感じられる役員会で
した。
リーダー達への熱い
思いのスピーチが有
りました。皆さん本
当にすばらしく、感
動的な挨拶でした。
聞いている私も涙を
こらえるのが大変で
した。リーダー生活

第２回京都ミニバスケットボール大会の報告
3月15日(日) 副会長 加藤 秀行

ＹＭＣＡ主催の第２回京都ミニバスケットボー
ル大会が3月14・15日の日程で横大路体育館で行
われました。ウエストクラブは15日のみ参加しま

して受付を担当しましたが前日にプログラムは配布
されており非常に中身の薄いワークでしたので試合
を観戦しました。試合は16チームが参加して15日は
決勝トーナメントが行われました。男子と女子だけ
の試合もあり《女子のチームに男子が1名でもいれ
ば男子チームになる》女子は体格では劣りますが俊
敏な動きで思ったより遜色ないスコアでした。男子
は与謝野ミニバスケチーム、女子は城陽ミニバスケ
チームが優勝しました。私は昼頃に帰りましたが中
原ワイズは最後までおられて表彰式にも出られたと
のことです。お疲れ様でした。中原ワイズによる画
像はフェイスブックでご覧ください。来期はウエス
トクラブも軽食を出そうと考えておりますので皆様
ご協力をお願いします。
一泊例会初日 3月21日(土)
ファンド委員長 茂山智広

３月２１日土曜日、
一泊例会の初日がスター
トしました。ゴルフ組
は朝８時半にタラオカ
ントリークラブに集合、
立山委員長の日頃の行
いのおかげか絶好の青空の下、２０名の参加でスター
トいたしました。この日デビュー戦の角谷ワイズ、
久方ぶりの金澤会長もプレーを存分に楽しんで頂け
たようです。（あとあと相当お疲れのご様子でした
が。）優勝者は塚本直前会長のゲストの北川さんで
した。その後はホテルレイクヴィラに移動して、現
地集合組のメンバーと合流。温泉にゆっくり浸かっ
た後、レストランで宴会の開始となりました。鍋を
つつきながらお酒も進み、皆さん良い顔をなさって
おられましたね。その後場所を変えて竹林ワークの
今後についての議論が行われ、忌憚のない意見が交
わされました。かけだしの私にも竹林ワークの歴史
が良く理解できたとともに、改めてPT委員長の安田
ワイズには頭の下がる思いでした。２時間ほどで会
議は終了、バタンキューでございました。
ニューメンバーも増え、本当に楽しい例会でした。

一泊例会二日目 3月22日(日)
会
計 角谷 多喜治

前日の朝までワイズ（基、深夜までワイズ）の余
韻冷めやらぬうちに、二日目の朝を迎えました。
朝風呂でスッキリしたメンバー、朝食でお腹いっぱ
いのメンバー二日目の企画「伊賀忍者村」へと出発
しようとしたその時・・・集合場所に1人足りない
ことに気が付き、確認したところ「会長が…」。ど
うやら昨晩のお酒が少々許容範囲を超えられた模様
です。 会長は安田ワイズの車をキープした上で、
「後で追いかけます」と・・・。一泊例会史上、初
の寝坊。35周年の記念と致しましょう。車で出発し
て間もない頃、溝にはまった女性の軽車両を発見。
ウエスト兄貴分の藤居ワイズは迷うことなく停車。
兄貴に続いて全ての車も停車。人力（車を素手で持
ち上げる）で救出作業
完了！良い行いを1つし
ました。女性（やや年
配の方でした）からも
感謝して頂き、ウエス
トらしい朝の一コマで
した。

チャリティーダンス報告 3月29日(日)
ファンド委員 安平知史

ラポール京都二階会場にて、京都ウエストワイ
ズメンズクラブ チャリティーダンスパーティーが
開催されました。金澤会長のスタジオＤＤさんの全
面的なご協力を頂戴し、今年で5回目を数えます。
このダンスパーティーの収益は、東日本大震災の支
援金として、使われます。茂山ファンド委員長の素
晴らしい開会挨拶からスタート！煌びやかな衣装を
まとった淑女、そしてダンディな紳士たちの一般参
加者を含め総勢７０名で盛大に開催されました。
スタジオＤＤさんによるプロデモンストレーション。
参加者、みんなでのダンスタイムで会場は盛り上が
りました。最後は、毎年の恒例の抽選会で終了です。
このチャリティーダンスパーティー、これからも継
続し、更にスケールアップしたウエストの事業にし
ていければ、 と考
えております 。ご
協力頂いてい るス
タジオＤＤの皆様！
本当にありがとう
ございます。 これ
か らもご協力を宜
しくお願い致 しま
す！
ウエストより参加メンバー
金澤会長、茂山、中原、野田、福田夫妻、角谷、安
田、塚本、市橋、山田、加藤、安平 13名。

ＹＭＣＡ ＮＥＷＳ
☆ 金澤期３月役員会☆ （3/12）
１．舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 開校
舞鶴ＹＭＣＡ国際福祉専門学校が３月１７日に認可を
取得しました。４月１１日（土）に開校式があります。
２．アフタースクール（放課後児童クラブ） 開校
青少年団体として長年つちかってきたノウハウを活か
し、子どもたちの身体、こころ、精神のバランスのとれ
た成長を支援するため、４月６日（月）よりアフタース
クールを開校します。子どもたちの放課後の有意義な過
ごし方を応援します。
３．夜桜フェスタ
夜桜フェスタは、今回で16回を迎えます。
春の香り漂う自然を感じつつ、ライトアップされた幻想
的な八重桜をお楽しみください。
日
時：４月１９日（日）午後５時～８時
会
場：京都ＹＭＣＡリトリートセンター（宇治市二．
４．第９８回がん患者さんの会
この会は患者さんとそのご家族が抱いている苦しみや悩
みについて、患者さん同士、そのご家族同士が話し合い、
がんとうまく付き合うための情報交換の場です。
日
時：４月１８日(土) 午後７時～９時
場
所：京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)
参 加 費：お一人 ３００円(お茶代等)
申
込：お電話又はメールにてお申し込みください。
ＴＥＬ：０７５-２３１-４３８８/
Ｅ-ｍａｉｌ：vb@kyotoymca.or.jp

4月

11月

ＨａｐｐｙＢｉｒｔｄａｙ
藤居 和彦ワイズ

ＨａｐｐｙＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ
渡辺 昌嗣・栄里夫妻
森田 恵三・直子夫妻

お知らせ
アジア大会の晩餐会に向け、ワイズダンスサークル
が発足しております。
講師は我がウエストの金澤会長とスタジオＤＤのコー
チ陣です。
毎月第一・三月曜日の19：30～京都YMCAです！

司会：市橋書記

報告事項
1 2/22 京都部CSチャリティーボウリング大会の報告
福田CS委員長
2 2/26 ＴＯＦ例会の報告
河合Dr委員長
3 3/1 京都部チャリティーゴルフの報告
塚本直前会長
4 3/2 アジア大会ダンスサークルの報告
金澤会長
5 3/7～8 次期会長・主査研修会の報告
加藤次期会長
6 3/8 YMCAリーダー卒業祝会の報告
金澤会長
7 3/14 竹林ワークについて
安田竹林PT委員長
8 3/14～15 YMCAミニバスケット大会について
岩本Yサ委員長
9 3/21～22一泊例会について
立山EMC委員長
10 3/29 チャリティーダンスパーティーについて
金澤会長
11 4/4 平安徳義会の桜祭りについて
福田CS委員長
12 4/19 リトセン夜桜フェスタについて 岩本Yサ委員長
13 4/17～19 台北ダウンタウンクラブ訪問旅行について
中原交流委員長
14 6/13～14西日本区大会の登録ついて
市橋書記
15 アジア大会の登録について
市橋書記
16 アジア大会Exc委員会進捗報告
茂山Exc委員
17 各事業委員会報告
各事業委員長

協議事項
1 竹林整備事業の今後の活動方針と東前さんへの
感謝の意について
金澤会長

総会
議案１ 次期事業委員長について、下記の通り選出する。
Ｙサ 牧野万里子 、地域奉仕 山本幸仁
ＥＭＣ委員長 林正章、ドライバー 野田泰伸
ブリテン・広報 市橋清太郎、
ファンド委員長 渡邊昌嗣、交流 中原一晃
メネット連絡員 野田君子メネット
承認

２０１５年５月スケジュール
２０１５年４月スケジュール
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土

平安徳義会祭

後報

平安徳義会
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日

チャリティラン

後報

鴨川河川敷
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19:00

京都YMCA

5/18

月

ダンスサークル

19:30

京都YMCA

台北ＤＴ訪問

後報

台湾

5/28

木

第二例会

19:00

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

第二例会

19:00

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ&ｽﾊﾟ

4/17-19 金日
4/23
4/25

木
土

筍掘り・ＢＢＱ

9:30

西山竹林

この会報誌はやましな工 房（山 科共同 作業所 ）の協 力
で製本しています。

